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図 33-2 ロガーに取り付けたノイズフィルタ 

 

 

３.３.１.３.３. 中型まき網漁船－古野電気 CID への対応－ 

 

平成 29 年度に協力が得られた中型まき網漁業者の漁船に装備されていた潮流計は、CUR を出力しな

い 2000 年製の古野電気製 CI-60G で（図 33-3）、平成 29 年度に潮流計データ送信システムの設置を試

みたが、この機種が出力可能な NMEA センテンスである VCD も、観測層３層のうち１層分しか出力し

ない仕様であることが判明した。このことから、古野電気と与論電子の協力を仰ぎ、古野電気独自の潮流

計信号である CID も取得可能になるようロガーのファームウェアを改修し、ロガーを設置したが AUX

ポートの接続ピンが間違っていたことから CI-60G の AUX ポートから CID が出力されず、平成 30 年度

に再度取得試験を行うことになった。 

平成 30 年度に CID 対応可能なロガーを設置したが動作せず、CI-60G は CID 信号が NMEA 出力用ポ

ートから５v で出力されていることが判明した。当該 CI－60G の個体問題か、仕様が変更されたか不明

であるが、当該機は CI-60G の仕様とは状況が異なることが判明し、ロガーの改造を再度依頼した。 

改造したロガーを再度設置し、データ取得を試みたところ、ターミナルエミュレーターを用いて CPU

ボードを確認すると CID 信号が入力していることが確認された。しかし、ロガーの書き込み動作は目視

で確認されず、ロガー内の SD カードの内容をみるとレコード数がごくわずかであった。ロガーが GP、

LC、LA しか拾わない仕様で、DG（潮流＝対地）、DW（潮流差＝対水）など必要な項目を拾うよう、与

論電子にロガーファームの修正を再度依頼した。 

改造したロガーを再度設置したところ、ロガーから CID 信号が出力されるが、D レコードの一部が空

白のためアプリエラーが発生し、タブレットから Dropbox にデータがアップロードされなかったことか

ら、いであ(株)にアプリの修正を依頼した。 

修正した新たなアプリ（v.1.02.0029）をインストールし、データを検証したところ、潮流データが取得

出来るようになった（図 33-4）。 

ノイズフィルタ 

ロガー 
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図 33-3 潮流計(CI-60G)            図 33-4 タブレット、ロガー設置状況 

 

 

３.３.１.３.４. 協力漁船への展開及びトラブル対応（はえなわ漁船） 

 

福岡市のはえなわ漁業者の漁船には平成30年9月に潮流計データ送信システムを設置した（図33-5）。

アプリのバージョンは 1.01.18 とした。設置後数時間は観測した潮流データが Dropbox までアップロー

ドされたが、その後アップロードされなくなった。いであ(株)と協議したところ、アプリにロガーとの接

続に問題となりそうな箇所があったことから、平成 30 年 9 月に新たなアプリのバージョン(1.01.19)をイ

ンストールし、その後、潮流データは Dropbox にアップロードされている。 

宗像市のはえなわ漁業者の漁船には平成 30 年 11 月に潮流計データ送信システムを設置した（図 33-

6）。アプリのバージョンは 1.02.19 とし PLAY ストアからインストールした。システム設置後、潮流計

のデモモードで潮流データが Dropbox にアップロードされたことを確認したが、その後の航行時に潮流

データがアップロードされなかったことから、タブレットのアプリログをいであ(株)に送信し、協議した

が、アプリ及びアプリ内の処理が異常終了した記録はなかった。タブレットの Bluetooth 設定で再度ペ

アリングを行うとロガーとタブレットの通信が行われ、その後、潮流データが Dropbox にアップロード

されている。なお、現在はロガーの Link 異常を示すランプが点滅すると漁業者がタブレットを再起動す

ることによりトラブルが解消している。 
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図 33-5 タブレット、ロガーの設置状況（福岡市の漁船） 

 

 

図 33-6 タブレット、ロガーの設置状況（宗像市の漁船） 

 

  

   図 33-7 ロガーの設置状況（いか釣り漁船）  図 33-8 タブレットの設置状況（いか釣り漁船） 
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３.３.１.３.５. 協力漁船への展開（いかつり漁船） 

 

宗像市のいかつり漁業者の漁船には平成 31 年３月に潮流計データ送信システムを設置した（図 33-7, 

33-8）。アプリのバージョンは 1.02.0040 とした。漁港内で潮流計をデモモードに設定し、潮流データの

Dropbox への転送を試みたが、ロガーとタブレット間の接続が断続的に途切れる現象がみられた。その

後、タブレットの再起動を行うことにより安定して接続した。 

 

 

３.３.１.４. 協力漁船のＡＤＣＰデータトラブル対応（佐賀県） 

 

各船の情報収集集状況について、SA-004（古野電気製，CI-90）では、潮流計ロガー（与論電子製，MDC-

941）の電源を ON にすると漁船に設置している無線にノイズが生じる現象が発生するため、情報収集を

停止している。また、SA-005（古野電気製，CI-90）では、潮流計ロガーと潮流計の接続不良により情報

収集ができていない。潮流計の型番が CI-90 のものでは、潮流計ロガーと潮流計を CID 接続することに

よって情報収集できるとされており、SA-004 では CID 接続が正常にでき情報収集が可能であったが、

SA-005 では、潮流計ロガーと潮流計を CID 接続しても情報が収集できなかった。SA-005 の潮流が出力

するデータの形式を調べたところ、NMEA 形式様のデータが出力されていることが判明した。この二つ

の案件については次年度以降の課題とする。 

その他の SA-001（古野電気製，CI-88）、SA-002（古野電気製，CI-88）、SA-003（古野電気製，CI-68）、

SA-006（古野電気製，CI-88）、SA-007（古野電気製，CI-68）では、潮流計ロガーと潮流計を接続し潮

流情報（NMEA0183CUR）の収集が可能となっている。しかし、これらの漁船では、出漁しているにも

かかわらず潮流情報を収集できていない場合があることが判明した（2018 年 7 月中旬）。 

原因を調査した結果、タブレットの省電力などの設定する項目の詳細設定について「極端に消費電力が

高いアプリを閉じる」という項目にチェックが入っていたいことが判明した。その結果、タブレットのバ

ッテリー量が一定より下回った場合にアプリが強制的に終了され、それにより潮流情報の収集ができな

かった可能性が考えられた。そのため、この項目についてチェックを外しその後の経過を観察すること

とした。 

しかし、上記の対応を行った後にも、出漁しているにもかかわらず潮流情報を収集できていない場合が

あることが判明した（2018 年 7 月末）。2018 年 9 月末にはアプリのバージョンを更新し（1.01.19）、経

過を観察していたが、その状況は改善されなかった。その後、SA-002 の漁業者からの報告で、漁船に設

置しているタブレットと潮流計ロガーとの Bluetooth 接続を切断し再度接続し直すという作業を定期的

に行うことで、安定的に潮流情報の収集が可能になることが判明した（2018 年 11 月 26 日）。SA-002 と

SA-007 では、漁業者自身が定期的に上述の作業を実施することで安定的に情報収集が可能となったが、

SA-003 と SA-006 では、漁業者がその作業を行うことが困難であったため、漁船が帰港する際に玄海水

産振興センター職員が上述の作業を実施し対策した。 

2019 年 2 月に、S-CTD とタブレットとの Bluetooth 接続にも不具合があることが判明し（3.2.3.5 を

参照）、その対策を講じたアプリによって、潮流計ロガーとタブレットとの Bluetooth 接続が安定化する
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可能性があることから、2 月 19 日からアプリのバージョンを更新し（1.02.0040）、経過を確認中である

（2019 年 3 月時点）。 

 

表 33-3 佐賀県における漁船ＮＭＥＡ情報収集体制と情報収集状況 

船名 所在地（漁業種類） 情報収集状況 

SA-001 唐津市唐房（県調査船） 週初めに Bluetooth 接続作業を実施（2019 年 1 月～） 

SA-002 
唐津市肥前町高串 

（いわし船曳網） 

定期的に Bluetooth 再接続作業を漁業者自身が実施（2018 年 11 月～） 

SA-003 
唐津市鎮西町名護屋 

（沿岸いか釣り） 

帰港のタイミングで、Bluetooth 接続作業を実施 

SA-004  
唐津市鎮西町馬渡島 

（延縄） 

ロガー接続に伴い無線に雑音が生じることから観測休止中 

SA-005 
唐津市鎮西町馬渡島 

（延縄） 

潮流計とロガーの接続不良により観測休止中 

SA-006 唐津市唐房（ごち網） 定期的に Bluetooth 再接続作業を実施 

SA-007 
唐津市呼子町呼子 

（沿岸いか釣り） 

定期的に Bluetooth 再接続作業を漁業者自身が実施（2019 年 1 月～） 
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３.３.２. 魚群探知機データ（古野電気） 

 

本項では、本年度(2018 年度)より、漁船ＮＭＥＡ情報として、新たに取り入れた魚群探知機のデータ

活用について記載する。 

 

３.３.２.１. 魚群探知機データの活用の背景 

 

昨今、持続可能な漁業の実現に向け、世界中で海洋データや、漁業データの収集が盛んに行われてい

る。当然ながら、漁業のデータの中には漁船における魚群探知機によるデータも含まれ、本事業のよう

に、そのデータを活用する動きがある。 

本事業においては、漁船等において一般的に装備される漁労用魚群探知機を活用し、通常の操業から得

られる魚群探知機の情報を沿岸漁業の ICT 化に活用することを検討した。 

 

３.３.２.２. 魚群探知機データの活用の目的 

 

本事業における魚群探知機データの活用目的は、大きく分けて以下の 2 つとなる。 

 

① 漁業者自身が自身の操業を振り返り、自己分析等を促進し効率的な操業に寄与する。 

 本テーマの具体的な目的は以下の通り。 

操業時のデータを帰港後に振り返ることができるようにすることで、漁業者自身が、「新たな気

づき」を認識し、より効率的な操業ができること。 

 また、別の目的として、操業データを容易に記録できるようにすることで、後継者の育成や、漁

業者間での交流に活用できること。 

 

② 操業中に計測したデータを収集できるようにすることで、漁場形成モデル等の解析に向けて１つの

要素データとして利用できるように解析可能な状態とする。 

 本テーマの具体的な目的は以下の通り。 

 現在の資源管理型漁業の多くの現場では、調査船等により高価な科学魚探を用いたデータが多く

使用されているが、本事業のように漁業者が主体となって、収集するデータを漁場形成等の解析に

活用できるかどうかを評価するために、先ずは操業中の一般的な漁労用魚探のデータを収集できる

ようにし、その解析を支援するためのツール作成を行う。 

 

３.３.２.３. 魚群探知機データの活用の目標 

 

 本事業における魚群探知機データの活用における取り組みでは、前述の目的を踏まえて以下の 2 つの

目標を掲げた。 

 

① 携帯端末を用いた魚群探知機データの可視化/振り返りアプリケーションの開発 
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 ICT 化を１つテーマに見据え、その動作環境を携帯アプリケーションとすることで、多くの漁業

者の方が容易に活用でき、普及しやすいカタチを狙う。 

 

② 収集した魚群探知機データを PC 上で解析し、汎用的な出力を可能とする簡便なツールの開発 

 収集したデータの妥当性を先ずは検証しやすく、扱いやすくすることを狙い、汎用的な PC 上で

動作し、出力ファイルは一般的な表解析ソフト(Excel)の形式で出力できるようにする。 

 

３.３.２.４. 魚群探知機データの活用の課題 

 

 魚群探知機のデータを本事業で活用する際、大きな課題となったのは以下の 3 つである。 

 

① 魚群探知機データの取得 

 魚群探知機データを解析に利用する際、まず始めに課題となるのは、「どのようなデータを利用す

るか」という点となる。 

 水温や、潮流、船速等の情報は、毎秒収集しても、1 秒間に数十 Byte という単位であり、非常に

コンパクトなデータとして扱うことができるが、魚群探知機のデータの場合は異なる。 

 魚群探知機によるデータは連続的なデータとなり、所望する範囲(レンジ)と分解能(解像度)でその

データ量は大きく異なる。また、計測可能な反応量のダイナミックレンジも非常に大きく、計測値を

そのままのサンプリングレートで出力した場合、そのデータ量は 1 送信(魚群探知機における呼び方

で 1ping)毎に膨大な量となる。 

 本事業の狙いとする沿岸漁業の現場において、これらのデータを漁業者から収集可能にするために

は、そのデータ量を適切に間引くことができる必要があった。 

 この課題に対しては、後述の項で紹介する漁労用魚探から NMEA0183 を用いて出力される魚群探

知機のエコーデータを用いることで対応した。 

 

② 魚群探知機データの収集方法 

 次に、魚群探知機データを活用する際に課題となるのは、「通信の手段」である。 

 先述の通り、魚群探知機のデータは連続的であり、かつ、そのデータ量は多い。 

 本事業では、「漁業のスマート化」がテーマであり、これらデータも効率的に(かつ、無線で)取得で

きることが望ましい。 

 この課題に対しては、システムとしてのアプリケーションを総括するいであ 株式会社、及び、デ

ータの無線化デバイスを提供する株式会社 与論電子と連携してシステムを設計することとした。 

 

③ 魚群探知機データの活用のニーズ 

 最後に、魚群探知機のデータの活用において、最も重要な課題となるのは、「データを活用方法」

である。つまり、本事業で収集するデータを実際の操業の現場や、今後の解析にどのように利用して

いくのかという具体的なニーズと言うものが明確ではないのが実情であった。 

 端的には、「魚群探知機のデータを活用すれば、操業中の有益な情報が得られそう。」という目的は
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存在したが、具体的に「操業の現場で魚群探知機の情報を収集して達成したこと」や、「解析に必要

となる具体的な出力要素」という点は、まだまだ不透明な状態であった。 

 これらの課題に対しては、実際に漁業者の方々へのヒアリング会や、各県の解析を担当する方のニ

ーズを聞き取ることで、「漁業者の操業に役立つ」、また「解析者が簡便に使えるツール」ということ

を念頭に開発を行った。 

 

３.３.２.５. 魚群探知機データの活用の課題への取り組み 

 

 前項の課題に対し、以下の取り組みを検討し本事業におけるシステムを構築した。 

 

３.３.２.５.１. 魚群探知機データの取得 

 

まず、魚群探知機データの取得対しては、以下に紹介する漁労用魚群探知機から出力される

NMEA0183(Proprietary Sentence)のデータを活用した。 

この度活用した NMEA0183 の仕様は以下の通り。 

1) 魚群探知機のエコーデータは以下の 3 つの NMEA0183 を用いて表現する。 

１. $PFEC,SDes1：機器基本情報 

→ 魚群探知機の型式や周波数、分解能等の解析時に利用する基本情報群 

２. $PFEC,SDes2：環境情報 

 → 水深や船速、緯度経度、日時等の解析時に関連して利用する環境情報群 

３. $PFEC,SDesd：エコーデータ 

 → 計測した魚探のエコーデータ(1 ライン分) 

※ $PFEC,～～～における FEC は、NMEA (National Marine Electronics Association)におい

て、古野電気株式会社の企業コードとして登録された識別子となる。 

 

2) 魚群探知機のエコーデータ($PFEC,SDes1/2/d)は、シリアル通信を用いて出力される。 

シリアル通信の仕様は表 33-4 の通り。 

 

表 33-4 シリアル通信仕様 

No. 項目 内容 

01.  Baud Rate 38,400 [bps] 

57,600 [bps] *1 

115,200 [bps] *1 

02.  Data Bit 8 [bit] 

03.  Parity Bit - (none) 

04.  Stop Bit 1 [bit] 

05.  Flow Control - (None) 

*1 : ボーレートの設定幅は、魚群探知機毎に異なる。 
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38,400[bps]の出力は、全ての魚群探知機が対応している。 

57,600[bps]や 115,200[bps]に関しては、HW の性能上、対応可否が機種に応じて異なる。 

No.01 の Baud Rate のみ、汎用的な NMEA0183 の通信仕様(4,800 [bps])と異なる。 

No.02～No.05 の通信仕様は NMEA0183 で用いられる一般的なシリアル通信設定と同じ。 

 

3) データフォーマット 

以下にこの度活用する魚群探知機のエコーデータセンテンス($PFEC,SDes1/2/d)のデータフ

ォーマットを記載する。 

各センテンス末尾の"*hh"は、チェックサムを意味し、"<CR><LF>"は改行コードとなる。 

(*hh<CR><LF>は、NMEA0183 と同じ扱いであり、全てのセンテンスにおいて共通である。) 

 

１. $PFEC,SDes1 データフォーマット 

   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  

形式 $PFEC, SDes1, x, c-c, x.x, x.x, x, x.x, x, x.x, x.x, x.x, x *hh<CR><LF> 

例） $PFEC, SDes1, 1, FCV-

588, 

50.0, 100, 0, 0.4, 0, 0.0, 1.0, 1.0, 41 *0B 

 

表 33-5 PFEC,SDes1 センテンスフィールド説明 

No. データ内容 値域 説明 

01.  データセット番号 0～9 データセット識別子 

02.  機種名称 英数字,"-", "."," " 最大 9 文字迄の機種名称 

03.  送信周波数 0.1～999.9 送信周波数[kHz] 

04.  送信出力 0.0～100.0 送信出力[%] 

05.  送信タイプ 0,1 0:CW(狭帯域), 1:FM(広帯域) 

06.  送信パルス幅 0.01～9.99 送信パルス幅[ms] 

07.  エコーデータ形式 0,2 0:最大値間引きデータ, 2:平均値間引きデータ 

08.  エコーデータ開始深度 0.0～9999.9 後続 PFEC,SDesd で出力するデータの開始深度[m] 

09.  エコーデータ出力周期 0.1～99.9 前回のデータからの送信間隔(間引き期間)[秒] 

10.  エコーデータ分解能 0.0001～99.9999 後続 PFEC,SDesd の 1 点あたりの分解能[m] 

11.  エコーデータ総点数 0～99999 後続 PFEC,SDesd に含まれるデータ点数 

 

２. $PFEC,SDes2 データフォーマット 

   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

形式 $PFEC, SDes2, x, x.x, x.x, x.x, llll.llll, a, yyyyy.yyyy, a, hhmmss, xx, 

例） $PFEC, SDes2, 1, 20.0, 30.0, 1.4, 344.461, N, 13521,273, E, 172000, 31, 
 

11 12  

xx, xxxx *hh<CR><LF> 

10, 2016 *2B 
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表 33-6 PFEC,SDes2 センテンスフィールド説明 

No. データ内容 値域 説明 

01.  データセット番号 0～9 データセット識別子 

02.  水深 0.0～9999.9,(null) 振動子(送受波器)基準の水深[m] 

03.  水温 -99.9～999.9,(null) 水温[℃] 

04.  船速 0.0～99.9,(null) 船速[kn] 

05.  緯度 0000.0000～9000.0000,(null) 位置情報 

06.   N,S,(null) 

07.  経度 00000.0000～18000.0000,(null) 

08.   E,W,(null) 

09.  時刻 hh:00～23,mm:00～59,ss:00～59 時刻情報 

10.  日 01～31,(null) 

11.  月 01～12,(null) 

12.  年 0000～99999,(null) 

※ 各フィールドにおいて未計測や情報が存在しない場合は(null)の通り該当フィールドは空の

情報として出力する。 

 

$PFEC,SDesd データフォーマット 

   01 02 03 04 05 … n-1 n  

形式 $PFEC, SDesd, x, x, x, x.x, x.x, …, x.x, x.x, *hh<CR><LF> 

例） $PFEC, SDesd, 1, 1, 14, 255, 255, … 81, 80 *72 

 

表 33-7 PFEC,SDesd センテンスフィールド説明 

No. データ内容 値域 説明 

01.  データセット番号 0～9 データセット識別子 

02.  レコード識別番号 1～99999 PFEC,SDesd の識別番号 

03.  レコード内データ数 1～30 本センテンスに含むエコーデータ数 

04.  エコーデータ 0～255 8[bit] エコーデータ 

05.  エコーデータ  

… …  

n エコーデータ 
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３.３.２.５.２. 魚群探知機データの収集方法 

 

魚群探知機のデータを収集するに際し、そのデータの連続性と量が従来のデータ(潮流、位置、水温等)

と異なる点が課題として挙げられた。本課題に対しては、いであ 株式会社、及び、株式会社 与論電子と

連携して、その通信手段について検討を実施した。 

検討の結論としては、魚群探知機のデータの伝送においても、従来の通信方式 Bluetooth における

SPP(Serial Port Profile)を用いることとした。本結論に至った背景として、最も重要となる通信の安定

性が Bluetooth において確保できる点が挙げられる。当初、Bluetooth のデータ通信は、膨大なデータ通

信には向かないという懸念が挙がっていたが、それらは、Bluetooth 通信の中でも BLE(Bluetooth Low 

Energy)と呼ばれる形式の通信モードにおける課題であった。(BLE 通信に用いるデータパケットは細分

化されており、膨大なデータには向かない。一方で SPP 通信に関しては、その問題は無い。) 

議論の中では Wi-Fi 通信を用いることも検討したが、汎用的な Wi-Fi の通信モードを利用した場合、

殆どの携帯デバイスにおいて、モバイル通信が並行動作できないという課題が分かり、その採用を取り

やめた。(Wi-Fi でデータを収集しながら、クラウドにアップロードするようなシステム展開を今後検討

していく中で、船内のデータ収集を Wi-Fi を軸に構築してしまうと、陸上との通信がリアルタイムにで

きない点がデメリットとなる。) 

なお、Wi-Fi 通信における前述のデメリットを回避する手段として、Wi-Fi Direct という通信手段が挙

げられたが、本通信手段を実装できる環境(対応モジュールの搭載可否)が懸念され非採用となった。(全

てのデバイスにおいて、容易に Wi-Fi Direct による通信が実現できるわけではなく、普及を見据えた場

合の障害となる。) 

 

３.３.２.５.３. 魚群探知機データの活用のニーズ 

 

魚群探知機のデータを活用する際、最も重要な課題は、「漁業者、及び解析者が求めるコトはなにか」

という点であり、特に、漁業者の方が本質的に求めるコトについては、その潜在的なニーズを汲み取る必

要がある。 

これら利用者のニーズを把握するため、本事業の活動として長崎県 対馬における漁業者の方々を対象

にヒアリングを実施した。なお、解析に対するニーズに関しては、魚群探知機データの収集を本事業で主

体的に連携した長崎県総合水産試験場の方々と検討を行った。 

以下に、本事業の活動として、実施した漁業者ヒアリング会の内容を紹介する。 

 実施期間：2018 年 07 月 26 日(木)、27 日(金) 

 実施場所：長崎県 対馬 

 訪問漁協：(及び、参加頂いた漁業者の人数) 

1) 峰町漁協  (1 名：イカ釣り、ブリ延縄、アマダイ延縄の漁業を年間通して営んでいる。) 

2) 豊玉漁協 (6 名：アカムツの延縄行を営んでいる。) 

3) 上対馬漁協 (8 名：アマダイ延縄、アナゴ籠漁、サワラ、ヨコワ一本釣りを営んでいる。) 

 ヒアリング結果 

以下に、前述 3 箇所の漁協において魚群探知機データの活用についてヒアリングした結果をま
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とめる。(本ヒアリングでは、事業全体の活動に対するヒアリングも含めて実施しているが、本項

における記載内容としては、魚群探知機のデータ活用の箇所を抜粋して紹介する。) 

① 魚群探知機データ(エコーグラム)の累積と可視化、振り返りのニーズについて 

 今回の事業にて作成を検討した「携帯端末を用いた魚群探知機データの可視化/振り返り

アプリケーション」については以下のようなコメントや要望を頂いた。 

 

ア)  対馬における沿岸操業の現場では、一人、二人での操業が多く、特に延縄漁では仕

掛けを入れている際の魚群探知機のエコーを見ることができない。(時間がない。) 

よって、仕掛けを入れている際に、実際に(餌等の)反応がある箇所に入れられている

かが今はわからない。 

 今回ように魚群探知機の一過性のデータを携帯等に保持し、別のタイミングで「答

え合わせ」を兼ねて振り返られるようになるのは効率的な操業を考える際に役に立ち

そうである。 

 

イ)  魚群の反応などは、現在は携帯電話のカメラで物理的に記録して仲間内で共有する

ようなことを行っているが、初めから携帯端末にデータとして記録されるようになる

と、そのような情報の共有が行いやすく、より高度な情報交換に期待ができる。 

 

ウ)  昔の記録紙式の魚探であれば、自身の操業時に得られた魚探の反応が紙として残り、

振り返ることや、後継者の育成にも使えていたが、最近の魚群探知機はそのような記

録が残せず、振り返りや後継者の教育の場が「その場」となっていた。魚群探知機のデ

ータが携帯端末に記録できれば、自身の予習や復習や、他者への教育に活用できそう

である。 

 

前述(ア)～(ウ)のコメントを通して、魚群探知機データを携帯端末に累積して可視化す

るという取り組み自体に否定的なコメントは無く、肯定的な意見が多く寄せられた。 

特にニーズとして挙がったキーワードは「自己、及び、他者への教育」と「情報共有」

という点である。 

今回のヒアリングにおいて出た、延縄漁の現場における「答え合わせをしたい」とい

う具体的な利用シーンへの展開案は有益な情報であった。(確認したい時間を指定して、

必要な期間のデータへのアクセスを容易に実現できるようにする必要がある。というこ

とが利用シーンも含めて理解することができた。) 

 

② 携帯端末のアプリケーションとして求められる点 

 次に、携帯端末のアプリケーションとして要求されることを確認した結果を紹介する。 

 携帯アプリケーションで実現するという点では、殆どの漁業者の方が口を揃えて「簡便

であること」ということを求められていた。 

 昨今の携帯アプリケーションは非常に手軽で便利であり、その「当たり前品質」が期待
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されているのは当然のことである。 

 魚群探知機等の船で用いる漁労計器には様々な調整機能が含まれ操作が煩雑である点

はやむを得ないとしても、携帯アプリケーションで魚群探知機のデータを扱えるようにす

るのであれば、「簡単で便利、使いやすいモノ」ということが求められていることがわかっ

た。 

キーワードは「ワンタッチ」であり、いかなる機能もワンタッチで容易に操作できてい

ることが求められていることが実際の声を通しても理解することができた。(この結果も含

め、事項以降で紹介する携帯アプリケーションの多くの機能はアイコン化し、容易に操作

できる仕様としている。) 

 

③ 魚群探知機のデータを携帯端末に記録することへの懸念点 

 前項までは、ある程度肯定的、或いは、積極的な回答が期待されるテーマであったが、

一方で、本項のようにデータを別のデバイスに展開する点については、以下のような意見

も確認された。 

 

ア） 魚探のエコーは漁業者の財産 

 魚群探知機により計測したエコーデータ(魚の反応)は漁業者にとっては、最も重

要な財産であり、「今どき」の携帯端末で容易に管理するのは抵抗がある。(セキュ

リティの対策があっても、若干の不安要素が残る…。) 

 

この点については、前述(ア)の意見もあれば、前々項①-(イ)のような「情報交換の高度

化」への期待もあり、実測データの電子化については、細心の注意を払う必要があるこ

とが理解できた。 

 

   

(1) 峰町東部漁協 (2) 豊玉町水崎漁協 (3) 上対馬漁協 

図 33-9 長崎県 対馬における漁業者ヒアリングの様子 
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３.３.２.６. 魚群探知機データの活用の取り組み結果 

 

本項では、本年度の事業における取り組み結果を記載する。主な取り組み結果は以下の 3 つである。 

 

１．携帯端末を用いた魚群探知機データの可視化/振り返りアプリケーションの開発 

２．収集した魚群探知機データを PC 上で解析し、汎用的な出力を可能とする簡便なツールの開発 

３．データ収集環境の現場展開(長崎県、佐賀県、福岡県の県有船に収集環境を構築) 

 

要約としては、これら 3 つの取り組みを経て、「船上において、携帯端末にデータを記録/振り返るこ

と」また、「収録したデータを陸上にて解析すること」が可能となった。また、実際のデータ収集の環境

としても、長崎県、佐賀県、福岡県の県有船に収集環境を展開できており、実際の船のデータを得ること

ができるようなっている。 

 

３.３.２.６.１. 携帯端末を用いた魚群探知機データの可視化/振り返りアプリケー

ションの開発 

 

以下に本事業を通じて開発したアプリケーション及び、そのシステム構成を記載する。 

 

 

 

図 33-10 携帯端末用いた魚群探知機データの可視化/振り返りアプリケーションシステム構成図 

 

図 33-10 が、この度開発したアプリケーションを構成するシステム構成図となる。データの流れは以

下の通りである。 

 

1) データは、NMEA0183 に基づくシリアルデータとしてデータロガーへ集約 
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2) データロガーが Bluetooth パケットに変換し、携帯端末へ転送する。 

3) 携帯端末上で、受信したデータは記録され、並列的に描画処理し、可視化する。 

 

次に、携帯アプリケーションの機能を記載する。主な機能は、以下の通りである。 

 

1) リアルタイムビュー 

 現在受信している魚群探知機のエコーグラム、及び、潮流データを視覚的に確認できる。 

 エコーグラムに対して 

 表示範囲(レンジ)、感度、クラッタ、TVG の変更ができる。 

 漁労用魚探と同じ背景色(黒、青、白等)の変更ができる。 

 潮流データに対して 

 数値表示と潮流ベクトルの表示を切り替えることができる。 

 潮流データと魚群探知機のエコーグラムを併記表示することができる。 

2) 操業データ登録機能 

 過去データとして再生したいデータの期間を指定できる。 

 データを登録する際、日時情報に加えて操業のメモを記録することができる。 

例）「サバ漁、A 漁礁付近」といった操業のサマリが記録できる。 

 → つまり、後日振り返る際に、容易に当時の操業内容の把握を容易にできる。 

3) 過去データ再生機能 

 操業データ登録機能にて、登録した期間のデータを選択して再生できる。 

 再生対象とするデータは、日付によるフィルターを掛けることができる。 

→ つまり、1 年前の今頃の操業データのみ確認する。といった検索ができる。 

4) スクロールバック機能 

 リアルタイム再生時/過去データ再生時に、シーケンスバーを操作することで、「少し前」

のエコーグラムを確認できる。 

5) 早送り/早戻し 

 データの再生時に、早送り/早戻しによるデータの表示ができる。 

(リアルタイムデータ再生時は、早戻しのみ。) 

6) 魚群探知機反応量指標の表示 

 魚群探知機の計測結果に対し、ソナー方程式に基づく、反応量を 6 段階(0～5)の指標でグ

ラフ表示することができる。 

 

  


